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スタートメニュー

項目 概要 参照
ページ

Today ホーム画面を表示します。 1-16
電話 電話をかけられます。 2-4

Kinoma Play
音楽や動画を再生したり、RSSリー
ダーやポッドキャストを利用したり
できます。

12-6

SoftBankメール SMSとS!メールを利用できます。 5-3

連絡先 名前や電話番号、メールアドレスな
どの個人データを登録できます。 4-2

Internet Explorer
Webページの閲覧や、プログラムや
ファイルのダウンロードができま
す。

6-2

電子メール 電子メールを利用できます。 5-13

画像とビデオ 静止画や動画を表示し、整理するこ
とができます。 11-5

予定表 会議などの予定を登録できます。 4-6
Windows Media 音楽や動画を再生できます。 12-2

Marketplace 好みのアプリケーションを探して本
機にインストールできます。 15-5

設定 「設定メニュー」を参照してくださ
い。 16-3

エクスプローラー ファイルの確認や整理ができます。 10-2

MSN天気予報 日本／世界各地の天気予報を確認で
きます。 15-6

タスクマネージャー 実行中のプログラムを切り替えた
り、終了したりできます。 14-9

項目 概要 参照
ページ

Windows Live
マイクロソフト社のオンラインサー
ビス（電子メール、ブログ、チャッ
トなど）を利用できます。

6-9

Microsoft My 
Phone

マイクロソフト社のオンライン 
データ保存サービスを利用できま
す。

10-6

お使いになる前に 本機の基本的な機能や設定の概要を
確認できます。 1-21

Messenger Windows Live™ Messengerを利用
できます。 6-10

ゲーム Bubble Breakerとソリティアを楽し
めます。 12-7

MSNマネー 株価や企業情報を検索、閲覧するこ
とができます。 15-5

検索ウィジェット マイクロソフト社の検索エンジン
Bingを利用できます。 15-4

検索 ファイル名やデータに含まれる文字
列を検索できます。 10-6

いつもNAVI
（無料地図）

目的地までのナビゲーションや乗換
案内を利用できます。 15-2

Office Mobile
Word Mobi le、Excel  Mobi le、
PowerPoint® Mobile、OneNote® 
Mobileを利用できます。

8-2

仕事 仕事を登録して、期限や進捗状況を
管理できます。 4-9

電卓 四則演算やパーセント計算などがで
きます。 15-4

メモ 手書きメモやボイスメモを作成でき
ます。 4-11

機能一覧

TG0110_16_appendix.indd   16-2TG0110_16_appendix.indd   16-2 09.11.17   6:17:02 PM09.11.17   6:17:02 PM



16-3

16

付
録

項目 概要 参照
ページ

Adobe Reader LE PDFファイルを表示できます。 8-10

電子辞典 国語辞典、英和辞典、和英辞典を利
用できます。 15-3

ActiveSync 本機とパソコンの間でデータを同期
できます。 7-5

ヘルプ 本機のヘルプを利用できます。 1-21

電話帳バックアップ 本機の連絡先データをバックアップ
できます。 4-5

PhotoBase 静止画のトリミングやコントラスト
調整などができます。 12-6

VideoEditor
フォトムービーを作成したり、動画
に音楽や字幕などを追加したりでき
ます。

12-7

USIMマネージャー USIMカードの連絡先を管理できま
す。 4-4

カメラ 静止画や動画を撮影できます。 11-3

設定メニュー
「スタート」➡「設定」をタップすると、設定メニューが表示されます。
設定メニューの項目および初期値は以下のとおりです。

項目 初期値 参照
ページ

Bluetooth

デバイス －

9-9モード

Bluetoothをオンにする：
オフ
このデバイスを他のデバイ
スからも検出できるように
する：オフ

COMポート 着信ポート（COM7）

Today
デザイン デバイスのテーマを選択：

Classic Blue
14-4

アイテム Windows標準
［Today］画面の表示：4時間後

Wi-Fi設定 － 9-6

ネットワーク
設定

ネットワーク
設定 －

9-2
ネットワーク
設定変更 Softbank Internet

詳細設定
インターネットに自動的に
接続するプログラムの接続
方法：Softbank Internet

パワー
マネージメン
ト

バッテリ －

9-5、
14-6詳細

設定

バッテリ
使用時

電源を切るまでのアイドル
時間：1分

外部電源
使用時

電源を切るまでのアイドル
時間：オフ
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項目 初期値 参照
ページ

パワー
マネージメン
ト

Wi-Fi

W i-F i接
続時のサ
スペンド
設定

サスペンドしない：オフ

9-5、
14-6

WOW有効：オフ

Wi-F i省
電力設定 省電力優先

ロック

パスワード パスワード入力が必要にな
るまでの時間：オフ

13-2ヒント －

画面 ロック解除画面：Windows
標準

時計と
アラーム

時刻
現在地

オン

1-14、
14-4

GMT+9　東京、大阪

訪問先
オフ
GMT+9　東京、大阪

ア
ラ
ー
ム

すべてオフ
サウンド
を鳴らす

Alarm5
サウンドを繰り返す：オン

ライトを
点滅する オン

バイブ オン
設定日時 月、6:00

その他

すべてのプログラムのタイ
トルバーに時計を表示す
る：オフ
デバイスがサイレントまた
はバイブに設定されていて
もアラーム音を再生する：
オフ

省電力設定 「省電力設定」参照 右記

項目 初期値 参照
ページ

音と通知 「音と通知」参照 16-5
システム 「システム」参照 16-7
個人 「個人」参照 16-9
接続 「接続」参照 16-11
Microsoft 
My Phone － 10-6

省電力設定

項目／初期値 参照
ページ

フルパワー：オフ※

ロングライフ：オフ※

カスタマイズ1：オフ

CPU速度
低
バッテリが少ないときにパフォーマ
ンスを下げる：オフ

Wi-Fi設定

省電力優先
サスペンドしない：オフ
WOW有効（通知によりサスペンド
解除）：オフ 14-6

バックライト

バックライトを消すまでのアイドル
時間：10秒
ボタンを押したとき又は画面をタッ
プしたときにバックライトをつける：
オフ
明るさ自動：オフ
明るさ指定：50

スリープモード 指定時間無操作で電源OFF：1分

機能一覧
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項目／初期値 参照
ページ

カスタマイズ2：オン

CPU速度
高
バッテリが少ないときにパフォーマ
ンスを下げる：オフ

Wi-Fi設定

省電力優先
サスペンドしない：オフ
WOW有効（通知によりサスペンド
解除）：オフ

バックライト

バックライトを消すまでのアイドル
時間：30秒

14-6

ボタンを押したとき又は画面をタッ
プしたときにバックライトをつける：
オン
明るさ自動：オン
明るさ指定：100

スリープモード 指定時間無操作で電源OFF：1分
※ 「フルパワー」と「ロングライフ」の設定は固定値（ユーザーによ
る変更不可）です。実機でご確認ください。

音と通知

項目 初期値 参照
ページ

サウンド

各種イベント（警告、
システムイベントなど） オン

プログラム
オン
通知（アラーム、予定
など）：オン

14-3

画面をタップしたとき オフ
ボタンを押したとき オフ

電話：着信通知

着信パターン：標準の
着信音
着信音：Ring01-
WindowsPhone

ActiveSync：同期開始
音を鳴らす：オフ
バイブ：オフ

ActiveSync：同期終了
音を鳴らす：オフ
バイブ：オフ

IM：シェイク※

音を鳴らす：オフ

通知 画面にメッセージを
表示する：オフ 14-3

ライトの点滅時間：
オフ
バイブ：オン

IM：新しいインスタ
ントメッセージ※

音を鳴らす：Notify
画面にメッセージを
表示する：オン
ライトの点滅時間：
オフ
バイブ：オフ

※ Messenger初回起動後に追加される項目です。※ Messenger初回起動後に追加される項目です。
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機能一覧

項目 初期値 参照
ページ

S!メール／
SMS新着通知

音を鳴らす：Alarm3
画面にメッセージを
表示する：オン
バイブ：オフ

アラーム

音を鳴らす：Notify、
繰り返し：オン
画面にメッセージを
表示する：オン
ライトの点滅時間：
10分
バイブ：オフ

ビーム：自動受信

音を鳴らす：Loudest
画面にメッセージを
表示する：オン

通知 ライトの点滅時間：
オフ

14-3

バイブ：オフ

メール：新着電子メー
ルメッセージ

音を鳴らす：オフ
画面にメッセージを
表示する：オフ
ライトの点滅時間：
オフ
バイブ：オフ

ワイヤレスネットワー
クの検出

音を鳴らす：Default
画面にメッセージを
表示する：オン
ライトの点滅時間：
オフ
バイブ：オフ

項目 初期値 参照
ページ

接続の確立

音を鳴らす：オフ
画面にメッセージを
表示する：オン
バイブ：オフ

接続の終了
音を鳴らす：オフ
バイブ：オフ

電話：不在着信通知

音を鳴らす：オフ
画面にメッセージを
表示する：オフ
ライトの点滅時間：15分

通知 バイブ：オフ

電話：留守番電話

音を鳴らす：Alarm4 14-3

画面にメッセージを
表示する：オン
ライトの点滅時間：
オフ
バイブ：オフ

配信確認レポート通知

音を鳴らす：Alarm3
画面にメッセージを
表示する：オン
バイブ：オフ

バイブ
レーション

バイブレーションを有
効にする

画面をタップしたと
き：オフ
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項目 初期値 参照
ページ

日本語入力にATOKを使用する オン

入力・変換

後変換候補の追加 すべてオン
候補ウィンドウ
に文字種情報を
表示する

オン
3-7

推測変換を有効
にする オン

横画面

未入力時は
候補提示し
ない：オフ

推測変換 候補提示行
数：2 3-8

ATOK設定
縦画面

未入力時は
候補提示し
ない：オフ
候補提示行
数：3

学習 する

基本辞書 単漢字辞書：
オフ

辞書

文例辞書：
オン 3-8、

3-9
補助辞書 和英辞書：

オフ
顔文字辞書：
オフ

バージョン情報 －

項目 初期値 参照
ページ

Internal 
GPS

自動でGPSデータをアップ
デートする オフ 15-3

エラー報告
エラー報告
を有効にす
る（推奨）

14-7

カスタマーフィードバック
フィード
バックを送
信しない

14-7

スリープモードLED設定 On 1-13
タスクマネージャー － 14-9

バッテリ

バックライトを
消すまでのアイ
ドル時間

30秒

ボタンを押した
ときまたは画面
をタップしたと
きにバックライ
トをつける

オン

バックライト

外部電源

バックライトを
消すまでのアイ
ドル時間

10分

14-6

ボタンを押した
ときまたは画面
をタップしたと
きにバックライ
トをつける

オン
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項目 初期値 参照
ページ

明るさ
バッテリ使用時

100

バックライト

自動で画面
の明るさを
調整する：
オン

14-6

外部電源使用時 50

バージョン
情報

バージョン －

14-7
デバイスID デバイス名：

X02T
著作権 －
バージョン情報 －

ブラウザ
設定 ブラウザ高速動作 オン 6-7

プログラムの削除 － 14-5
マスタークリア － 13-4
マナーモード 解除 2-11

メモリ メイン －
14-10メモリカード －

モーション
センサー
設定

縦横切替えを有効にする オフ

1-24
タップ2回によるタスクマネー
ジャーの起動 オフ

シェイクによる起動を有効に
する

オフ
電話を起動

モーションセンサー調整 － 1-24
動画質設定 自然 11-6

項目 初期値 参照
ページ

地域 日本語
（日本）

小数点の記号 .
小数点以下の桁数 2
桁区切り記号 ,
区切る桁数 3

数値 区切り記号 ,
負の符号 -
負の値の形式 -1.1
0の表示 0.7
単位 センチ
通貨記号 ¥
通貨記号の位置 ¤1.1
小数点の記号 .

14-6地域
通貨 小数点以下の桁数 0

桁区切り記号 ,
区切る桁数 3
負の値の形式 -¤1.1

時刻

時刻の形式 H:mm:ss
区切り記号 :
午前の記号 午前
午後の記号 午後

日付

短い形式 yy/MM/dd
区切り記号 /

長い形式 yyyy’年’M’
月’d’日’

カレンダーの種
類

西暦
（日本語）

機能一覧
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項目 初期値 参照
ページ

外付けGPS

プログラム GPSプログラム
ポート GPD9

ハードウェ
ア

GPSハードウェ
アポート （なし） 15-3
ボーレート 4800

アクセス GPSを自動的に
管理する（推奨） オン

暗号化 メモリカード内のファイルを
暗号化する オフ 13-3

画面 全般 向き：縦
14-8文字サイズ 中

管理プログラム － 14-8

証明書
個人 －
中間 － 13-4
ルート －

個人

項目 初期値 参照
ページ

オーナー情報 －
オーナー情報 メモ － 14-3

フローティン
グパッド設定

フローティングパッドを
使う オン（右きき用） 1-26

ボタン 移動開始までの待ち時間 最長
14-8移動速度 最速

Toshiba 
Keyboard －

ひらがな／カ
タカナ

学習単語も表示
する：オフ

ローマ字／か
な

学習単語も表示
する：オフ

手書き検索 左手：オフ
左手：オフ入力 入力方法
3つの入力ボッ
クス：オン

3-9

手書き入力 タイムアウトを
使用：オン
（タイムアウト
値：2）

定型文 －
文字一覧 －
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項目 初期値 参照
ページ

オプション

録音形式
8,000Hz、8ビッ
ト、モノラル
（8KB/s）

手書き入力用
の既定ズーム 200%

入力

入力用の既定
ズーム 100%

4-12
英文の最初の
文字を大文字
にする

オン

インクが最後
の行に達した
らスクロール
する

オン

電話

着信パターン 標準の着信音
2-2、
14-2着信音 Ring01-

WindowsPhone
電話 キーパッド 操作音（短）

セキュリティ
電話使用時に暗
証番号（PIN）
を要求：オフ

13-3

項目 初期値 参照
ページ

発着信規制 着信制限：オフ
発信制限：オフ

発信者番号通
知

すべてのダイヤ
ル先に通知

転送電話

すべての着信通
話を転送する：
オフ

2-12、
2-13、
2-14、
14-2

サービス

転送する条件：
すべてオフ

割り込み通話 通知しない

電話
留守番電話と
SMSメッセージ

SMSメッセージ
サービスセンター：
+819066519300
留守番電話サー
ビスセンター：
1416

発信先固定 USIMカードに
依存

ネットワーク

現在のネットワー
ク：SoftBank

2-9、
2-10、
2-14

ネットワークの
選択：自動

モード 3G
発着信規制暗証番号 －

機能一覧
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接続

項目 初期値 参照
ページ

GPRS設定 Softbank Internet：
設定なし 9-3

USB to PC

Active Syncモード

14-5高度なネットワーク
機能を有効にする：
オン

Wi-Fi
ワイヤレス

ワイヤレスネット
ワークの構成：
mobilepoint

9-5アクセスするネット
ワーク：アクセスポ
イントのみ

ネットワークアダプ
ター －

ドメインへの登録 － 9-11

ビーム すべての着信ビーム
を受信する オン 9-10

ワイヤレス
マネージャー

電話 On
9-2Bluetooth Off

Wi-Fi Off

接続

設定 Softbank Internet

9-3、
9-11詳細設定

インターネットに自
動的に接続するプロ
グラムの接続方法：
Softbank Internet

現象 確認すること／対処方法

電源が入らない
電池パックが正しく取り付けられています
か？（1-8ページ）
電池切れになっていませんか？（1-12ページ）

充電ができない

電池パックが正しく取り付けられています
か？（1-8ページ）
ACアダプタ（別売）の電源プラグが正しく
差し込まれていますか？（1-11ページ）
ACアダプタ（別売）をご使用の場合、組み
合わせて使用する付属の充電microUSB変換
アダプタが、本機およびACアダプタと正し
く接続されていますか？（1-11ページ）
付属のPC接続用USBケーブルをご使用の場
合、パソコンの電源が入っていますか？
充電しながら通話や通信、その他機能の操作
を長時間行うと、本機の温度が上昇して、安
全のため一時的に充電を停止することがあり
ます。その場合は、本機の温度が下がってか
ら再度充電を行ってください。

操作中・充電中に
熱くなる

操作中や充電中、また、通話などを長時間行っ
た場合などには、本機や電池パック、ACア
ダプタ（別売）が温かくなることがあります
が、安全上問題ありませんので、そのままご
使用ください。

故障かな？と思ったら
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現象 確認すること／対処方法

電池の使用時間が
短い

圏外の状態で長い時間放置されるようなこと
はありませんか？
圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を
探すため、より多くの電力を消費しています。
電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度
により異なります。
電池パックは消耗品です。充電を繰り返すご
とに、１回で使える時間がしだいに短くなっ
ていきます。
十分に充電しても購入時に比べて使用時間が
極端に短くなった場合は、指定の電池パック
をお買い求めください。

電源断・再起動が
起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪く
なり、電源が切れることがあります。汚れた
ときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒
などで拭いてください。

電源を入れたのに
操作できない

PINコードを入力する画面が表示されていま
せんか？
PINコードを入力してください。（13-3ページ）

 を左右に
なぞったのに操作
できない

パスワード入力の画面が表示されていません
か？
デバイスロックにパスワードが設定されてい
ますので、パスワードを入力し、 をタッ
プしてください。（13-2ページ）

ディスプレイを
タップしたときの
画面の反応が遅い

本機に大量のデータが保存されているとき
や、本機とメモリカードの間で容量の大きい
データをやりとりしているときなどに起きる
場合があります。

USIMカードが認識
されない

USIMカードを正しい向きで挿入しています
か？（1-6ページ）

現象 確認すること／対処方法

電話がつながらない

USIMカードが正しく取り付けられています
か？（1-6ページ）
市外局番から入力していますか？
ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフに
なっていませんか？（9-2ページ）

着信音が鳴らない

着信音量を「バイブ」または「オフ」にして
いませんか？（2-3ページ）
「電話：着信通知」の着信パターンを「バイブ」
または「なし」にしていませんか？（14-3ページ）
マナーモードを設定していませんか？（2-11
ページ）
転送電話サービスの設定で「すべての着信通
話を転送する」にチェックが付いていません
か？（2-12ページ）

通話ができない

電源を入れ直すか、電池パックまたはUSIM
カードを取り付け直してください。（1-6、
1-8ページ）
電波の性質により、電波が強くアンテナマー
クが3本表示されている状態（ ）でも、発
信や着信ができない場合があります。場所を
移動してかけ直してください。
電波の混み具合により、多くの人が集まる場
所では電話やメールが混み合い、つながりに
くい場合があります。場所を移動するか、時
間をずらしてかけ直してください。

ディスプレイを
タップしても動か
ない

電源を入れ直してください。

ディスプレイが
暗い

バックライトの明るさの設定を確認してくだ
さい。（14-6ページ）

故障かな？と思ったら
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現象 確認すること／対処方法
通話中、相手の声
が聞こえにくい、
相手の声が大きす
ぎる

受話音量を変更していませんか？（2-2ペー
ジ）

連絡先でSMS
グループを選択し、
「SMS」をタップし
てもSMS作成画面
が表示されない

SMSグループを選択して、メンバーにSMS／
S!メールを送信することはできません。
SMS／S!メールの送信については、5-3ペー
ジを参照してください。

圏外が表示され、
国際ローミング
サービスが利用
できない

国際ローミングサービスのサービスエリア外
か、電波の弱い所にいませんか？
日本国内から海外へ移動したあとにネット
ワークの種類（モード）を「自動」または対
応しているネットワークに切り替えてくださ
い。日本国内で「自動」にしていた場合は、
本機の電源を入れ直してください。（2-9ペー
ジ）

海外で利用中に突
然、発信や着信が
できなくなった

ネットワークの種類（モード）を確認してく
ださい。「自動」に設定されていると、特定
のネットワークを受信し利用できない場合が
あります。滞在先で接続するネットワーク
（「3G」または「GSM／GPRS」）に変更して
ください。（2-9ページ）

相手の電話番号が
通知されない／相
手の電話番号とは
違う番号が通知さ
れる／連絡先の登
録内容や発信者番
号通知を利用する
機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてき
ても、利用しているネットワークや通信事業
者から発信者番号が通知されない場合は、本
機に発信者番号は表示されません。また、利
用しているネットワークや通信事業者によっ
ては、相手の電話番号とは違う番号が通知さ
れる場合があります。

現象 確認すること／対処方法

データ転送が行わ
れない

USBハブを使用していませんか？
USBハブを使用すると、正常に動作しない場
合があります。

メモリカードに
保存したデータが
表示されない

パソコンとマスストレージモードでUSB接続
していませんか？（14-5ページ）

Bluetooth®対応機
器と接続ができな
い／検索しても見
つからない

Bluetooth®対応機器（市販）側を機器登録待
ち受け状態にしてから、本機側から機器登録
を行う必要があります。登録済みの機器を削
除して再度機器登録を行う場合には、
Bluetooth®対応機器（市販）と本機の双方で
登録した機器を削除してから機器登録を行っ
てください。（9-9、9-10ページ）

本機の動作が遅く
なった／プログラ
ムの動作が不安定
になった／一部の
プログラムを起動
できない

本機のデータ記憶用メモリおよびプログラム
実行用メモリの使用状況を確認し、実行中の
プログラムを終了したり不要なファイルを削
除したりして、メモリの空き容量を確保して
ください。（14-10ページ）

データが正常に表
示されない／ディ
スプレイをタップ
しても正しく動作
しない

本機をリセット（再起動）してください。（14-9
ページ）
スタイラスペンでタップした位置が画面の位
置とずれているときは、画面の補正を行って
ください。（14-8ページ）
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ソフトウェアの更新
ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確
認し、必要なときには更新ができます。
確認／更新には、通信料はかかりません。
ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新
が完了するまで、本機は使用できません。
ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってく
ださい。
ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおす
すめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップで
きない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録された
データはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、デー
タが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外し
たり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあ
ります。その場合はお問い合わせ先（16-27ページ）までご連絡く
ださい。

q 「スタート」➡「Internet Explorer」➡ ➡ ➡「Toshiba 
Mobile Plaza」
ダウンロードサイトに接続します。

w 必要な更新ファイルを選択してダウンロードする

e 本機で「My Documents」を開いて、ソフトウェア更新ファ
イルを表示する

r ソフトウェア更新ファイルをタップして実行する

t 「今すぐインストール」をタップする

••
••
••

•
•

ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックを
いったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してくだ
さい。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故
障受付（16-27ページ）にご相談ください。
ご契約の内容によっては、通信料金表示機能が利用できないこ
とがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

•
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ActiveSync 4.5は、以下のオペレーティングシステムおよびアプリ
ケーションに対応しています。

OS

・Windows® XP Service Pack 1／2／3
・Windows® XP Professional x64 Edition
・Windows® XP Media Center Edition
・Windows® XP Tablet PC Edition
・Windows® 2000 Service Pack 4
・Windows Server® 2003 Standard x64 Edition
・Windows Server® 2003 Service Pack 1
・ Windows Server® 2003 Service Pack 1 for 

Itanium-based Systems

アプリケーション

電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモの同期
・Microsoft® Outlook® 2007（推奨）
・Microsoft® Outlook® XP
・Microsoft® Outlook® 2003
お気に入りの同期
・Microsoft® Internet Explorer® 6以降
オフィスアプリケーションの同期
・Microsoft® Office 2007
・Microsoft® Office XP
・Microsoft® Office 2003
メディアファイルの同期
・Windows Media® Player 10以降※

通信環境 ・USBポート（USB 1.1／USB 2.0）
・Bluetooth®通信機能

※ Windows® 2000は、Windows Media® Player 10以降のバージョ
ンをサポートしていません。Windows® 2000をお使いの場合、
Windows Media® Player 9シリーズのデバイス転送機能を使って、
メディアファイルを本機に転送してください。

Windows Mobile®デバイスセンター6.1は、以下のオペレーティング
システムおよびアプリケーションに対応しています。

OS

・Windows Vista® Ultimate
・Windows Vista® Enterprise
・Windows Vista® Business
・Windows Vista® Home Premium
・Windows Vista® Home Basic
・Windows Server® 2008

アプリケーション

電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモの同期
・Microsoft® Outlook® 2007（推奨）
・Microsoft® Outlook® 2003
・Microsoft® Outlook® 2002
お気に入りの同期
・Microsoft® Internet Explorer® 7以降
オフィスアプリケーションの同期
・Microsoft® Office 2007
・Microsoft® Office XP
・Microsoft® Office 2003
メディアファイルの同期
・Windows Media® Player 11以降

通信環境 ・USBポート（USB 1.1／USB 2.0）
・Bluetooth®通信機能

ActiveSyncの動作環境（パソコン） Windows Mobile®デバイスセンターの動作環境（パソコン）
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システム情報

プロセッサ Qualcomm SnapDragon 1GHz

メモリ ROM：512Mバイト
RAM：256Mバイト

オペレーティング
システム

Microsoft® Windows Mobile® 
6.5 Professional

サイズ（W×H×D） 約70×130×9.9mm
質量 約129g

周波数範囲

3G 1920～2170MHz
GSM900 880～960MHz
DCS1800 1710～1880MHz
PCS1900 1850～1990MHz

最大出力

3G Class3 0.25W
GSM900 Class4 2W
DCS1800 Class1 1W
PCS1900 Class1 1W

電池パック リチウムイオン電池、1000mAh

充電時間

ACアダプタ
（別売）使用 約160分

PC接続用USB
ケーブル使用 約160分

連続待受時間 3G 約280時間
GSM 約250時間

連続通話時間 3G 約270分
GSM 約210分

連続音楽再生
時間

WMAファイル 約600分（バックグラウンド再生
対応）

MP3ファイル 約600分（バックグラウンド再生
対応）

ディスプレイ LCD タッチパネル付4.1インチ
（WVGA）TFT

解像度 480×800ドット／65,536色

カメラ
種類 CMOS
有効画素数 約320万画素
デジタルズーム 最大約6.4倍／23段階

ワイヤレスLAN機能 IEEE802.11b/g準拠

Bluetooth®

機能

通信方式 Bluetooth®標準規格
Ver. 2.0+EDR準拠

出力 Bluetooth®標準規格Power Class 2
見通し通信距離 約10m以内※1

対応プロファイ
ル※2

HSP（ヘッドセットプロファイル）
HFP（ハンズフリープロファイル）
A2DP（アドバンストオーディオ
ディストリビューションプロファ
イル）
AVRCP（オーディオ／ビデオリ
モートコントロールプロファイル）
OPP（オブジェクトプッシュプロ
ファイル）
SPP（シリアルポートプロファイル）
HID（ヒューマンインターフェー
スデバイスプロファイル）

※1 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。
※2 Bluetooth®対応機器間の通信目的に応じた仕様のことで、

Bluetooth®標準規格で定められています。
上記は、電池パック装着時の数値です。
連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電
波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、通
話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平
均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバン
の中など）や、圏外表示での待受では、ご利用時間が約半分以下に
なることがあります。また、使用環境（充電状態、気温など）によっ
てはご利用時間が変動することがあります。連続待受時間はネット
ワークの種類（モード）を「3G」に設定した場合の値です。

••
•

仕様
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電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値
です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗
が多いため、ご利用時間が約半分以下になることがあります。なお、
利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。
利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めくださ
い。
電波の弱い場所での通話や圏外表示での待受、カメラ撮影や動画再
生など消費電流の大きい機能の連続使用により、連続通話時間およ
び連続待受時間が著しく短くなる場合があります。
ディスプレイのバックライトが点灯している状態でのご利用（動画
再生やインターネット閲覧など）が多い場合は、連続通話時間およ
び連続待受時間が短くなります。

カメラの撮影ファイル
本機のカメラで撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存さ
れます。

種類 ファイル形式 拡張子
静止画 JPEG jpg
動画 3GPP、MP4 3gp、mp4

•

•
•

■静止画の撮影枚数（目安）

解像度
本体メモリに

保存できる撮影枚数
（お買い上げ時）

microSDカード
（64Mバイト）に
保存できる撮影枚数

320×240（QVGA） 約9000枚 約1800枚
640×480（VGA） 約4500枚 約900枚
1280×960（4VGA）約1800枚 約400枚
1600×1200
（UXGA） 約1300枚 約300枚

2048×1536
（QXGA） 約800枚 約200枚

※ 削除可能プリインストールデータ削除時
※ 撮影条件は、ズーム：なし、画質：ノーマル

■動画の撮影時間（目安）

解像度
本体メモリに

保存できる撮影時間
（お買い上げ時）

microSDカード
（64Mバイト）に
保存できる撮影枚数

320×240（QVGA） 約100分 約23分
640×480（VGA） 約30分 約7分
※ 削除可能プリインストールデータ削除時
※ 撮影条件は、ズーム：なし、音声録音：あり、フォーマット：3gp、
画質：ノーマル

※ 撮影制限時間は、1件につき最大約10分となります。
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保証とアフターサービス
保証について
本機をお買い上げいただいた場合は、保証書
が付いております。
お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認く
ださい。
内容をよくお読みのうえ、大切に保管して
ください。
保証期間は、保証書をご覧ください。
修理を依頼される場合、お問い合わせ先
（16-27ページ）または最寄りのソフトバ
ンクショップへご相談ください。その際で
きるだけ詳しく異常の状態をお聞かせくだ
さい。
保証期間中は保証書の記載内容に基づいて
修理いたします。
保証期間後の修理につきましては、修理に
より機能が維持できる場合は、ご要望によ
り有償修理いたします。

•
•
•

•
•

注意
本製品の故障、誤動作または不具合などによ
り、通話などの機会を逸したために、お客様、
または第三者が受けられた損害につきまして
は、当社は責任を負いかねますのであらかじ
めご了承ください。
故障または修理により、お客様が登録／設
定した内容が消失／変化する場合がありま
すので、大切な電話帳などは控えをとって
おかれることをおすすめします。なお、故
障または修理の際に本機に登録したデータ
（連絡先やフォルダの内容など）や設定し
た内容が消失／変化した場合の損害につき
ましては、当社は責任を負いかねますので
あらかじめご了承ください。
本製品を分解／改造すると、電波法にふれ
ることがあります。また、改造された場合
は修理をお引き受けできませんので、ご注
意ください。
故障または修理の際、MACアドレスが変
更になることがありますのであらかじめご
了承ください。
アフターサービスについてご不明な点は、最
寄りのソフトバンクショップまたはお問い合
わせ先（16-27ページ）までご連絡ください。

•

•

•
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お問い合わせ先一覧
お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県

総合案内  0088-240-157（無料）

紛失・故障受付  0088-240-113（無料）

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県
総合案内  0088-241-157（無料）

紛失・故障受付  0088-241-113（無料）

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県
総合案内  0088-242-157（無料）

紛失・故障受付  0088-242-113（無料）

広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・
佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

総合案内  0088-250-157（無料）

紛失・故障受付  0088-250-113（無料）

ソフトバンクモバイルお客さまセンター
 総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）

 紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

＋81-3-5351-3491（有料）

ソフトバンクモバイルお客さまセンター
 総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）

 紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

＋81-3-5351-3491（有料）
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